芝浦港南地区

総 合 支 所だより

早いもので、今年も残すところわずかになり

田町駅東口交差点がスクランブル化されました

東京都最低賃金改正のお知らせ

１１月 8日、
かねてから地元町会・商店会の方や学校関係者からも強い
要望のありました田町駅東口交差点のスクランブル化が実現しました。
歩行者が交差点横断時に全方向に横断できるスクランブル交差点は、
理想の形態と言えます。
この交差点は、子どもたちの通学路となっています。横断に際しては、
子どもの横断を優先して、
お互いの事故防止をお願
いいたします。

東京都最低賃金は、平成２０年１０月１９日
から、時間額７６６円となりました。月給制、
日
給制、時間給制等すべてに「時間額」が適
用されます。

ました。冬になると、木々は葉が落ち、春夏に
比べて寒々しい景色になりますが、すてきなイ
ルミネーションがまちを明るくしています。ぜ
ひ、この季節ならではのまちの風景を見に出
かけてみてはいかがでしょうか。

港区総合防災訓練を実施しました！
都市部における直下型大地震を想定し、
芝浦・港南・台場の各会場で、
総合防災訓練を実施しました。
区では「防災住民組織」
と
「防災機関」
とが一体となり、
実効性のある訓練を実施していま
命は
す。参加住民の皆さんは、
会場内のさまざまな訓練に真剣に取り組んでいました。
「自らの
る」

芝浦会場

港南会場

10月26日
芝浦小学校および港区スポーツセンター

11月9日
港南中学校および港南和楽公園

台場会場

11月16日
港陽小学校および港陽中学校

隔壁破壊訓練

電話：3454-0110（代表）

保健師・助産師・栄養士によるプロジェクトチームが、
次の施設を訪問し、子育てに関するお話やアドバイ
ス、悩みや心配の個別相談などをしています。どうぞ
（平成21年1月〜3月の実施予定）
ご利用ください。
出張場所

時

内

間

10：00〜12：00、13：00〜15：00

ふれ合い、講座、相談

8 木 台場保育園

11：00〜12：30、13：30〜15：00

保育園であそぼう、みなとっこ

1 １９ 月 台場保育園

10：00〜12：00、13：00〜15：00 こども園であそぼう、みなとっこ
11：00〜12：30、13：30〜15：00

23区内に土地をお持ちの方へ
住宅用地
（23区内）
の申
告はお済みですか？
〜住宅用地（23区内）は、固
定資産税・都市計画税が軽減
されます〜
住宅用地とは

住宅の敷地として利用されている土地

申告が必要な場合

○住宅を新築・増築した場合
○住宅の全部または一部を取り壊し
た場合
○住宅を建て替える場合
○家屋の全部または一部の用途（利
用状況）を変更した場合
○土地の用途（利用状況）を変更した
場合
○住宅が災害等の事由により滅失・損
壊した場合

容

5 月 芝浦アイランドこども園
１５ 木 芝浦アイランドこども園

ポンプ繰法訓練

三田警察署

現在の交差点の状況

月 日 曜

初期消火訓練

都税についてのお知らせ

問い合わせ先

自らが守

問い合わせ先
東京労働局賃金課
電話：3512-1614（直通）
三田労働基準監督署
電話：3452-5473（方面）

保育園であそぼう、みなとっこ

２２ 木 港南子ども中高生プラザ

10：30〜12：30、13：30〜14：30

子育てあんしんプロジェクト

２６ 月 台場児童館

11：00〜11：45、11：45〜13：00

かもめキッズぷちグループ活動、ぷちサロン

２９ 木 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ 11：00〜12：30、13：30〜15：00 すくすく計測、個別相談
2 月 こうなん保育園（港南健康福祉館） 10：00〜11：30、13：00〜14：30

保育園であそぼう、みなとっこ

5 木 台場児童館

かもめキッズぷちグループ活動、ぷちサロン

11：00〜11：45、11：45〜13：00

9 月 こうなん保育園（港南健康福祉館） 10：00〜11：30、13：00〜14：30
2

煙中避難訓練

避難所生活訓練

閉 会 式

申告方法

保育園であそぼう、みなとっこ

１２ 木 台場保育園

11：00〜12：30、13：30〜15：00

１６ 月 芝浦アイランドこども園

10：00〜12：00、13：00〜15：00 こども園であそぼう、みなとっこ

保育園であそぼう、みなとっこ

１９ 木 港南子ども中高生プラザ

10：30〜12：30、13：30〜14：30

子育てあんしんプロジェクト

２３ 月 台場保育園

11：00〜12：30、13：30〜15：00

保育園であそぼう、みなとっこ

申告期限

問い合わせ先
港都税事務所

「固定資産税の住宅用地等申告書」に
必要事項をご記入のうえ、土地が所在
する区にある都税事務所の土地係に
提出してください。
平成21年2月2日（月）

電話：3453-3211（代表）

２６ 木 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ 11：00〜12：30、13：30〜15：00 すくすく計測、個別相談、プレママの会

芝浦港南地区施設訪問−その5
港南5-5-30

電話：5796-7111

港南 5 丁目にある十文字の建物、
これが法務省東京入国管理局です。
この形は、法務省で昔から建物に多く
使われていた形だそうです。
ここでは、再入国許可、在留資格の
変更等の手続きを行うほか、不法残
留者などに対する退去強制手続きを
行うための一時的な収容施設があります。収容できる人数は、男子500人、女子
300人の合計800人。被収容者の食事は、
さまざまな国や宗教を考慮して用意して
います。
また、
申請等で多くの方が来場されるので、品川駅港南口から出ているバ
スは、
いつも混み合っています。また、
さまざまな言語が飛び交っているため、常に
9 か国語の対応ができるそうです。

田町駅東口北地区・港南四丁目
公共公益施設整備のお知らせ
現在区では、
田町駅東口北地区
および港南四丁目における公共公
益施設整備のため、それぞれ、区
民参画会議を設け、施設利用者や
地元住民の視点でさまざまなご議
論をいただき、施設の構想や計画
づくりを進めています。
施設の計画内容等の詳細につ
いては、次号のべいあっぷ第11号
（平成21年 3 月下旬発行予定）で、
お知らせします。計画の概要や区
民参画会議の検討状況は、港区ホ
ームページに随時掲載しています
ので、
ご覧ください。

2 月 こうなん保育園（港南健康福祉館） 10：00〜11：30、13：00〜14：30

保育園であそぼう、みなとっこ

5 木 台場保育園

11：00〜12：30、13：30〜15：00

保育園であそぼう、みなとっこ

9 月 こうなん保育園（港南健康福祉館） 10：00〜11：30、13：00〜14：30

保育園であそぼう、みなとっこ

１２ 木 芝浦アイランドこども園
3 １６ 月 台場児童館

10：00〜12：00、13：00〜15：00 こども園であそぼう、みなとっこ
11：00〜11：45、11：45〜13：00

かもめキッズぷちグループ活動、ぷちサロン

１９ 木 港南子ども中高生プラザ

10：30〜12：30、13：30〜14：30

子育てあんしんプロジェクト

２３ 月 台場保育園

11：00〜12：30、13：30〜15：00

保育園であそぼう、みなとっこ

２６ 木 芝浦アイランド児童高齢者交流プラザ 11：00〜12：30、13：30〜15：00 すくすく計測、個別相談
３０ 月 芝浦アイランドこども園

10：00〜12：00、13：00〜15：00

ふれ合い、講座、相談

＊台場児童館（5500-2363）と港南子ども中高生プラザ（3450-9576）の参加について
は、事前の申し込みが必要です。
実施する内容によって、時間等を変更する場合がありますので、詳しくは施設へお問い合わ
せください。

問い合わせ先 くらし応援課保健福祉係 電話：6400-0022
暮らしの疑問、まとめて
「みなとコール」でお答えします。
午前 7 時〜午後 11 時（年中無休）
FAX：03-5777-8752
E-Mail：info@minato.call-center.jp

ゴヨウ（は）ナーニ ミナト（コールです）

03-5472-3710

台場区民センターからのお知らせ
台場区民センター図書室では、港区の図
書館システム導入に伴う移行作業および台
場コミュニティぷらざ内改修工事のため、
1月 4 日
（日）から 2 月下旬まで閉室させて
いただきます。ただし、新聞の閲覧と図書の
返却につきましては、閉室期間中も区民セ
ンター事務室で受け付けます。
なお、1月 4 日
（日）は、台場区民センター
は臨時休館とさせて
いただきます。また、1
月6日
（火）から、
台場
区民センター事務室
は 1階に移転します。
問い合わせ先
台場区民センター

電話：5500-2355

